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古代文化センター刊行物一覧 

１．定期刊行物 

 （１）古代文化研究 

 ■第１号 1993年3月刊 B5版 201頁 

  平野 邦雄 「古代文化研究」創刊に寄せて 

  上田 正昭  古代出雲の研究視角 

  錦田 剛志  弥生時代の鳥型木製品 

  池淵 俊一  鉄製武器に関する一考察 ―古墳時代前半期の刀剣類を中心として― 

  勝部  昭  隠岐鰒について 

  佐伯 徳哉  戦国期石見小笠原権力と地域社会構造                

―日本海（東海）西部地域における権力と江の川水系社会の生産・流通― 

  服部  亘  『出雲国風土記』島根郡千酌駅家浜「隠岐渡」の“復元”  

              ―古代千酌の一景観“復元”、および通道の“復元”による島根郡家比定のための起点として― 

 ■第２号 1994年3月刊 B5版 200頁 

  丹羽野 裕 松江市下黒田遺跡出土の石器群 ―宍道湖周辺地域の縦長剥片剥離技術― 

  関  和彦  『出雲国風土記』と神官帳     

  瀧音 能之  蘇民将来伝承の再検討 

  内田 律雄  日本海のタコ釣具 

  松本 岩雄  金元龍先生と松江 

  服部  亘  『出雲国風土記』の数量表現の信憑性、ならびに数量表現をめぐる編纂過程の一考察 

         ―意宇郡宍道郷所造天下大神命の猪像石・犬像石の同定を手がかりとして―    

 ■第３号 1995年3月刊 B5版 163頁 

  関   和彦  佐太大神と地域社会 

  瀧音 能之 出雲国風土記の神話世界 ―記紀神話との比較を中心として― 

  久保 智康  富田川河床遺跡出土の卍文柄鏡について 

  浅沼 政誌  韓国における祖先祭祀の構造 ―儒教の祖先祭祀を中心として― 

  島根県古代文化センター編 島根県（出雲・石見・隠岐）古代史料目録 ―編年史料―（稿） 

  中上  明  石見の寛政期神楽台本 

  平石  充  出雲国庁跡出土木簡について 

  平野 邦雄  出雲大神と出雲国造 ―古代出雲の世界を再考する― 

 ■第４号 1996年3月刊 B5版 315頁 

  黒田 祐一 鹿島町の小字について 

  林  正久 荒神谷遺跡周辺の地域環境 

  瀧音 能之  佐太御子社と加賀社 

  内田 律雄  鉄製釣針の出現 

  品川 知彦  能海 寛の宗教観序説 ―『世界ニ於ケル佛教徒』を手掛かりに― 

  千家和比古 出雲大社の、いわゆる神仏習合を伝える絵図の検討 

  関  和彦 『出雲国風土記』註論（その一）秋鹿郡条 

  平野 卓治  『出雲国風土記』の写本に関する覚書 

  野々村安浩 出雲国出身仕丁再論 

  久保田一郎 八～九世紀における稲の収穫期について 

 ■第５号 1997年3月刊 B5版 225頁 

  村田 裕一 銅剣を研ぐ ―荒神谷銅剣の模鋳品による研磨実験― 

  江川 幸子 弥生の土笛 

  成  炳禧 大田市五十猛町の地名考 

  瀧音 能之  古代の出雲と海 ―『出雲国風土記』の分析を中心として― 

  関  和彦  『出雲国風土記』註論（その２）楯縫郡条 

  平野 卓治  『出雲国風土記』島根郡加賀郷条について ―『出雲国風土記』の写本に関する覚書(Ⅱ)― 

  内田 律雄  『出雲国風土記』島根郡条の「社部石臣」について 

  佐伯 徳哉 天仁の出雲国杵築大社造営と白河院政の台頭 ―院政権力・源義親の乱と山陰諸国― 

  藤井奈央子 平安期女流文学成立の歴史的条件 

  島根県古代文化センター編  平成８年度島根県古代文化センター調査研究活動年報 

 ■第６号 1998年3月刊 B5版 411頁 

  藤澤  彰 出雲大社の宝治・慶長・寛文度造営頃の境内建築の復元について 
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  平田  勉  前田遺跡出土琴の復元 

  島根県古代文化センター（大谷・林・松本・宮本編） 丹花庵古墳の測量調査 

  鳥谷 芳雄  鰐淵寺境内銅造阿弥陀如来坐像について ―近世廻国供養仏の一例― 

  関  和彦  『出雲国風土記』註論（その三）出雲郡条 

  岡  宏三・新庄正典  『風土記社参詣記』（仮題）その一 

  服部  亘 島根県八束郡宍道町、大坪三家の系譜と人物略歴（三） 

        ―宍道町神社研究のための基礎資料として― 

  瀧音 能之  古代の出雲と宗像 

  山路 興造  復活した大元神楽 

  遠藤 正樹  時憲暦の頒布と欽天監における西洋人官僚の登用について 

  宍道 正年  国引き神話の再検討 ―「大漁の支太」からのアプローチ― 

  梶谷  実  国引神話の史実を追う ―島根半島にあった佐伎の国・農波の国― 

  島根県古代文化センター編 平成９年度調査研究年報 

 ■第７号 1999年3月刊 B5版 222頁 

  池田 次郎 出雲・猪目洞穴出土の人骨 

  片山 寛志  夏季特別展に関する普及活動について 

  大本 純子 明末における中国と太平洋ガレオン船貿易 

  関  和彦 『出雲国風土記』註論（その四）神門郡条 

  岡 宏三・新庄正典 『風土記社参詣記』（仮題）その二 

  島根県古代文化センター編 平成10年度調査研究年報・事業動向 

 ■第８号 2000年3月刊 B5版 194頁 

  丹羽野 裕・三辻利一 土器の色調と胎土分析 ―山陰地方における弥生土器・土師器の胎土分析とその解釈― 

  Tran Duc Anh Son General observations Do su kｙ kieu (Porcelain Made according to order and fixed  

patterns during the Le-Trinh and the Nguyen periods 

   島根県古代文化センター編（勝部・松本・守岡） 山陰地方分銅形土製品集成 

   島根県古代文化センター編（野々村） 島根県（出雲・石見・隠岐）古代史料目録Ⅱ 

                                      ―出土文字史料１・宮都等出土木簡―（稿） 

  関  和彦 『出雲国風土記』註論（その五）飯石郡条 

  田中 禎昭 出雲と大原 ―８世紀出雲政治史の再構成（１）― 

  島根県古代文化センター編 平成11年度調査研究年報・事業動向 

 ■第９号 2001年3月刊 B5版 299頁 

  池田 次郎 頭蓋計測値から見た山陰地方の古墳時代人 

  村上 隆・高田 潤・鳥越俊行 石見銀山遺跡における選鉱工程技術の解明 ―「ゆりかす」の科学的調査― 

  依田香桃美 古墳時代の垂飾付耳飾の技術復元について ―保子里車塚古墳出土品・金製垂飾付耳飾の場合― 

   安達 和隆 土器野焼き実験レポート ―覆い式野焼きにおける黒斑と壁体破片生成の過程― 

  関  和彦 『出雲国風土記』註論（その六）仁多郡条 

  熊野 高裕 熊野大社史の基礎的研究 ―速玉神社鎮座地論― 

  深谷 幸治  山科家の出雲所領支配と幕府奉公人 

  松岡 美幸  石見銀山附地役人・阿部光格の日記 その１ 

   島根県古代文化センター編  平成12年度調査研究年報・事業動向 

 ■第10号 2002年3月刊 B5版 344頁 

  朽津信明・下山 進・松本岩雄 出雲地方中世～近世壁画の使用顔料に関する研究 

  米田 克彦 島根県安来市大原遺跡における玉生産 

  森山 一止 奥田儀宮本屋桜井家文書目録 

  西岡 陽子 山陰地方における造り物 ―「平田一色飾り」を中心として― 

  関  和彦 『出雲国風土記』註論（その七）大原郡条 

  朝山  晧 著・中澤紀久枝 校  出雲古浦製塩業史料古浦塩 

  松岡 美幸 石見銀山附地役人・阿部光格の日記 その２ 

  島根県古代文化センター編 平成13年度調査研究年報・事業動向 

 ■第11号 2003年3月刊 B5版 236頁 

  伊藤徳広・丹羽野 裕  島根県出土の旧石器時代の石器について               

  足立 克己 出雲市姫原西遺跡出土の木製品について ―樹種鑑定の報告― 

  岩橋 孝典  山陰地域の古墳時代後期～奈良時代の炊飯具について ―土製支脚・移動式竈を中心として― 

  川島武良・佐々木敬志 写真集一畑薬師灯籠を訪ねて（その１） 

  勝部 衛・松本美和子 湯之助文書の目録公開にあたって 
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  鳥谷 芳雄 国絵図の中の石見銀山・領内表現 

  森山 一止  奥田儀宮本屋桜井家文書『年々見合帳』 

  内田文恵・岡 宏三  松江藩相撲関係資料（一） 

  梶谷 光弘  御給帳等からみた松江藩の藩医 

  島根県古代文化センター編 平成14年度調査研究年報・事業動向 

 ■第12号 2004年3月刊 A4版 334頁 

  岩橋 孝典 装飾壺・スタンプ文土器からみた弥生時代後期の出雲地域 ―青銅器紋様の継承と変容― 

  岩橋 孝典  山陰地域の古墳時代後期～奈良時代の炊飯具について（２） 

        ―甑の検討及び甕形土器、土製支脚の使用痕・被熱痕分析― 

  錦田 剛志  覚書『出雲国風土記』にみる神祇祭祀の空間 ―神の社を中心として― 

  梶谷 光弘  松江藩医学史において松平治郷（不昧）が果たした役割について 

        ―藩外の医学、儒学・漢学、国学、兵学の門人帳等を通して― 

  廣江 正幸  出雲の狛犬について 

  大橋 正芳  板倉紺屋の藍板締 ―出雲藍板締調査の中間報告として― 

  川島武良・佐々木敬志 写真集一畑薬師灯籠を訪ねて（その２） 

  森山 一止  奥田儀宮本屋桜井家文書『年々見合帳』その二 

  野々村安浩  資料調査 『出雲国風土記』写本の調査（１） 

  森田喜久男 『出雲国風土記』写本研究の意義 

  平石  充   出雲西部地域の権力構造と物部氏 

  内田文恵・岡 宏三 松江藩相撲関係資料（二） 

  近世古文書を読む会  「御祭礼年中行事」 

  品川 知彦  祭礼行事調査「蛇を祀る民俗」中間報告 荒神信仰研究序 

  島根県古代文化センター編 平成15年度調査研究年報・事業動向 

 ■第13号 2005年3月刊 A4版 266頁 

  榊原 博英 浜田市鰐石遺跡出土遺物 ―弥生前期土器を中心に― 

  依田香桃美 古墳時代の垂飾付耳飾の復元技術について（２）―長畑１号墳出土品・金製垂飾付耳飾の場合― 

  岩橋 孝典  出雲地域における飛鳥・奈良時代集落について 

        ―嶋根郡朝酌郷の村落景観復元模型製作のための一考察― 

  松本岩雄・目次謙一 御柱祭の柱立と祇園祭の鉾立 

   廣江 正幸  出雲の狛犬について（２） 

  山路興造・浅沼政誌・中上 明・品川知彦 白石昭臣氏を悼む ―追悼文・略歴・主要業績― 

  山崎  亮 墓上施設の現在 ―隠岐、対馬、壱岐のスヤをめぐって― 

  岡  宏三・椋木賢治 天倫寺所蔵書画典籍類調査報告 

  仲野 義文 近世期石見銀山における生産資材の調達とそのシステム 

  野々村安浩  資料調査 出雲国風土記写本の調査（二） 

  野々村安浩  古代出雲国「朝酌市」の景観について 

  谷口  榮  出雲国風土記と水鳥 ―前原埼における前原坡と水鳥について― 

  島根県古代文化センター編 平成16年度調査研究年報・事業動向 

 ■第14号 2006年3月刊 A4版 284頁 

  重松 辰治 山陰地方における墳丘墓出土土器の検討 

  平尾良光・齋藤美奈子・谷水雅治  

         島根県かわらけ谷古墳から出土した金銅装双龍環頭大刀飾りの鉛同位体比 

  黒済 和彦 出雲市馬木町小坂古墳出土蕨手刀の再検討 

   角田 徳幸 韓国における製鉄遺跡研究の現状と課題 

  渡辺 正巳 島根県松江市山津遺跡における花粉分析 

  岩橋 康子 島根県東部における中世墓の様相 ―火葬墓を中心として― 

  若槻 真治 狩猟採集民と精神と権力 ―〈喧騒論〉として― 

  梶谷 光弘 全国各地を廻遊する医者について ―出雲国楯縫郡平田町長崎賢斎の学門・医学修行と医療活動― 

  丸茂  朋  中世・出雲国杵築の宗教者による政治経済活動 ―寿讃と坪内氏― 

  伊東 史朗  岩屋寺旧本尊十一面観音坐像 

  森田喜久男 古代祭祀空間関係史料集成（一） 

  野々村安浩  資料調査 出雲国風土記写本の調査（三） 

  石飛 美穂  八世紀前期の郡司任用と「新造院」 

  森田喜久男  朝酌促戸の筌漁について 

  島根県古代文化センター編 平成17年度調査研究年報・事業動向  
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 ■第15号 2007年3月刊 A4版 290頁 

  熱田貴保・伊藤徳広・宮澤明久・守岡正司・守岡利栄 青銅器模倣品出土地集成 

  菊池照夫・山岡邦章  島根県内玉作遺跡より出土する紅簾石片岩製内磨砥石の石材産出地の検討 

  朽津 信明 『出雲大社并神郷図』に用いられた顔料について 

  鳥谷 芳雄 石西地域の二つの中世大般若経について 

  廣江 正幸  出雲の狛犬について（３） 

  小川 三枝  「入江文郎の二枚紙の在仏留学生名簿」についての考察 

  岡  宏三  史料紹介「長征石見戦争聞書」 

  梶谷 光弘  天保五年当時の華岡家「春林軒」における医学修行の実態について（一）  

          ―大森泰輔（不明堂三楽）の塾中日記「南遊雑記一・二」の翻刻― 

  野々村安浩  資料調査 出雲国風土記写本の調査（四） 

  富永美恵子  『倭名類聚抄』所載「神稲（代）郷」についての一考察（一） 

  森田喜久男  古代祭祀空間関係史料集成（二） 

  森田喜久男  天平年間成立当初の『出雲国風土記』について 

  島根県古代文化センター編 平成18年度調査研究年報・事業動向 

 ■第16号 2008年3月刊 A4版 340頁 

  伊藤徳広・稲田陽介・深田 浩・丹羽野 裕 恩田清氏採集資料の整理報告 

  深田 浩・久保田一郎・稲田陽介 島根県の縄文時代祭祀遺物集成 

  大賀 克彦 古墳時代後期における玉作の拡散 

  岡田 裕之 大井窯跡群採集資料の紹介（上）―ババタケ窯跡・岩汐窯跡・寺尾窯跡― 

  藤原久良採集陶磁資料調査研究会 島根・富田川河床遺跡の研究 ―藤原久良氏採集資料（Ⅰ）―  

  関  和彦 横山永福とその周辺 

  廣江 正幸 出雲の狛犬について（４） 

  藤原 宏夫  神楽台本『神能記』より「八澤」の翻刻と考察 

  梶谷 光弘 天保五年当時の華岡家「春林軒」における医学修行の実態について（二）  

         ―大森泰輔（不名堂三楽）の塾中日記「南遊雑記一・二」の翻刻― 

  富永美恵子 『倭名類聚抄』所載「神稲（代）郷」についての一考察（二） 

  津田 大輔 平安時代前期服飾復元の可能性 ―考証の方法と男子装束の復元― 

   野々村安浩  資料調査 出雲国風土記写本の調査（五） 

  伊藤 卓爾 『出雲国計会帳』にみる文書伝達の再検討 

  島根県古代文化センター編 平成19年度調査研究年報・事業動向 

 ■第17号 2009年3月刊 A4版 240頁 

  増田 浩太 島根県立古代出雲歴史博物館蔵の出土地不明銅矛について 

  境  靖紀  神庭荒神谷遺跡出土の銅矛 

  岡田 裕之 大井窯跡群採集資料の紹介（下）―明曽窯跡・山津窯跡・廻谷窯跡他― 

  藤原久良採集陶磁資料調査研究会 島根・富田川河床遺跡の研究 ―藤原久良氏採集資料（Ⅱ）― 

  鳥谷 芳雄 毛利博物館所蔵の石州銀一括資料について 

  若槻 真治 倭国軍事考 

  佐藤 雄一  古代在地社会における信仰と律令祭祀 

  野々村安浩 『出雲国風土記』記載についての一考察 ―出雲郡「出雲大川」条を中心に― 

  野々村安浩 資料調査 出雲国風土記写本の調査（六） 

  津田 大輔 『西宮記』女装束条について ―女子装束における摺衣と青色― 

  山下 和秀 「正任記」よりみた石西国人領主の動向と大内氏 

  岡  宏三  史料紹介「蝦夷地開発記」と堀田仁助の由緒書 

  藤原 宏夫  八注連神事について 

  島根県古代文化センター編 平成20年度調査研究年報・事業動向 

 ■第18号 2010年3月刊 A4版 212頁 

  松山 智弘 最後の四隅突出型墳丘墓 

  劉  治国  踏み返し法による銅剣の復元鋳造 

  岩橋 康子  出雲平野における土葬墓の一様相 ―中世末～近世前半を中心として― 

  角田 徳幸  たたら吹製鉄の施設・生産内容と地域性 

  藤原久良採集陶磁資料調査研究会 島根・富田川河床遺跡の研究 ―藤原久良氏採集資料（Ⅲ）― 

  鳥谷 芳雄 浜田市龍雲寺所蔵の中世大般若経について 

  梶谷 光弘 松江藩における賀川流産科の移入とその影響について 

         ―鍼医から産科医をめざした小篠昌榮の学問・医学修行を通して― 
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  野々村安浩・森田喜久男 資料調査 出雲国風土記写本の調査（七） 

  髙岡 真美 古代文献にみる砥石 

  島根県古代文化センター編 平成21年度調査研究年報・事業動向 

 ■第19号 2011年3月刊 A4版 344頁 

  幡中 光輔 人間活動からみた島根県の縄文時代遺跡と地域社会 

  若槻 真治  夷征論 ―倭国軍事考 第三章― 

  新井  宏  『出雲国風土記』の里程と宍道郷三石記事に現れた「古韓尺」 

  岩橋康子・西尾克己・深田 浩・守岡正司 出雲市荻杼古墓出土品の再検討 

  中森  祥 伯耆における15世紀代の土師器皿 ―京都系土師器皿出現期を探るために― 

  藤原久良採集陶磁資料調査研究会 島根・富田川河床遺跡の研究 ―藤原久良氏採集氏資料（Ⅳ）― 

  鳥谷 芳雄 旧阿部家住宅発見の「福面之図」―作者と『済生卑言』との関係をめぐって― 

  角田徳幸・高岩俊文・東山信治 和鋼博物館所蔵俵國一博士たたら資料の調査 

  伊藤 徳広 有角石器出土地集成 

  岩橋 孝典  山陰から畿内への道（Ⅱ） 

―弥生時代後期末～古墳時代中期の山陰系土器からのアプローチ 資料編― 

  石山 祥子 調査報告 山口県阿武郡北東部の「石州舞」について 

  野々村安浩 資料調査 出雲国風土記写本の調査（八） 

  梶谷 光弘 松江藩立漢医学校「存済館」の医学教育カリキュラムについて 

        ―山本逸記稿「存済館医学教導規則」の翻刻― 

  富永美恵子 賀茂別雷神社領石見国久永庄についての一考察（一） 

  島根県古代文化センター編 平成22年度調査研究年報・事業動向 

■第20号 2012年3月刊 A4版 266頁 

幡中 光輔 鳥取県における縄文時代遺跡と遺跡群分析の一試論 

柳浦 俊一 松江市美保関町・小浜洞穴遺跡の出土遺物 ―島根大学考古学研究室所蔵遺物を中心に― 

川原 和人 出雲平野における弥生時代後期の集落について 

椿真治・仁木聡 松江市島田1号墳出土遺物の再整理（上） 

西尾克己・舟木聡・守岡正司 安来市新宮党館跡出土の陶磁器 

佐伯徳哉・西田友広・飯分徹 『萩藩譜録』所収島根県関係中世史料目録 

鳥谷 芳雄 「石見銀山絵巻」上野家本について(1) ―文字情報からの作者の特定― 

高塚 久司 島根県宍道町役場日誌にみる空襲とその時代 

長尾  隼 戦前期の伯耆大山におけるツーリズム空間の生成 

石山 祥子 小河内神楽考 

角田 徳幸 金屋子神社所蔵『鉱山係清浄簿』 

野々村安浩 資料調査 出雲国風土記写本の調査(9) 

島根県古代文化センター編 平成23年度調査研究年報・事業動向 

■第21号 2013年3月刊 A4版 216頁 

榊原 博英 浜田市古市遺跡について(１)  ―中世木製品― 

髙岡 真美 天然砥石の種類・産地推定法に関する一考察 ―「文献にみる日本刀の研磨に使用する砥石」― 

若槻 真治 軍兵論 ―倭国軍事考 第四章― 

鳥谷 芳雄 「石見銀山絵巻」上野家本について(2) ―石見銀山絵巻は佐渡金銀山絵巻を参考に成立した― 

長尾  隼 水門と潮 ―干拓以前の波根湖の環境誌にむけて― 

高塚 久司 鳥取県地方紙等に見る空襲とその時代(島根県に関連して) 

野々村安浩 （資料紹介）大正期の石見における流通関係史料 ―『大田商店 諸国取引先控 大正拾四年』 

吉松 大志 古代出雲西部の神社と交通 

平石  充 神郡神戸と出雲大神宮・於友評 

島根県古代文化センター編 平成24年度調査研究動向・年報 

■第22号 2014年3月刊 A4版 350頁 

川原 和人 出雲地方における前期古墳について 

榊原 博英 石見国那賀郡の近世末から近代のたたら製鉄 ―遺跡分布と高殿平面形の比較を中心にして― 

髙岡 真美・西本 右子・青柳 佑希 

       天然砥石の種類・産地推定法に関する一考察 ―溜池遺跡出土砥石(鳴滝砥)の成分分析結果― 

梶谷 光弘 華岡家門人錦織玄道が筆写した「華岡青洲先生 門人姓名録」について 

角田 徳幸・高岩 俊文 和鋼博物館所蔵大鍛治関係資料の調査 ―大鍛治作業とその製品の基礎的検討― 

鳥谷 芳雄 石見銀山「柵之内」の推定復元 ―19世紀前半絵図史料にみる「垣松」から― 

長尾  隼 潟を経営する ―干拓以前の波根湖における漁撈活動とその存立背景― 
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高塚 久司 島根県における空襲とその時代 1944年8月10日～11日『山陰空襲』に関連して 

中安 恵一 石見民衆の道中記 ―近世後期の本山参詣と厳島社参詣― 

  岡  宏三  史料紹介「杵築大社御本社御造営算用帳」 

富永美恵子 賀茂別雷神社領石見国久永庄についての一考察(2) 

堀川  徹 評制の史的前提と史的意義に関する覚書 

野々村安浩 資料調査 出雲国風土記写本の調査(10) 

髙橋  周 出雲国風土記写本二題 ―郷原家本と「自清本」をめぐって― 

島根県古代文化センター編 平成25年度調査研究動向・年報 

■第23号 2015年3月刊 A4版 313頁 

妹尾 周三 軒瓦から見た伯耆国庁と国分寺の造営 

稲田 陽介 島根県原田遺跡における後期旧石器時代前半石器群の再検討―隠岐産黒曜石の資源利用をめぐる 

基礎的研究― 

中川  寧  島根県の古人骨－報告されたデータを集成する― 

松尾 充晶 古墳時代の水利と祭祀 

田中  大  松江市太田１号墳表採の埴輪と須恵器  

廣瀬文太郎 石見銀山の新切間歩の構造に関する検討 

高塚 久司 対日機雷投下作戦について（島根県における空襲とその時代 No.4） 

高岡真美・西本右子・青柳佑希 

      研究ノート 尾張藩上屋敷跡出土砥石の成分分析 

錦織 稔之 石見銀山領邇摩郡における出雲神楽の広がり―温泉郷八幡宮旧社家竹内家文書の分析から― 

岡  宏三 史料紹介 松江藩における長州戦争史料（１） 

中安 恵一 石見窯業における燃料確保―幕末の薪高騰をめぐる諸問題― 

梶谷 光弘 岩﨑宗右衛門尉へ伝授された酣韶流眼科書「眼病」について（翻刻） 

鳥谷 芳雄 『石州銀山権與并交代支配記』について―翻刻と類本の考察― 

野々村安浩 資料調査 出雲国風土記写本の調査（11） 

髙橋  周  近世出雲における『出雲国風土記』の伝写と神社の歴史認識―万九千社・立虫神社を中心に― 

島根県古代文化センター編 平成26年度調査研究動向・年報 

    島根県古代文化センター刊行物一覧 

  CD添付   

■第24号 2016年3月刊 A4版 305頁 

    齋藤 努・肥塚隆保・高妻洋成・澤田正明・中川 寧・増田浩太 

        加茂岩倉遺跡出土銅鐸の化学分析結果について 

  田中 大  出雲市神庭岩船山古墳出土の円筒埴輪 

  井谷 朋子  出雲における後期古墳出土玉類からみた地域性と階層性 

  岩橋 孝典  山陰地域の土製支脚はどこから来たのか  

―６世紀における九州北部と山陰地域の地域間交流の一幕― 

  中安 恵一  石見陶業と同業組合組織 

  高塚 久司  日本全空襲一覧にみる島根県関連空襲の全貌  ―島根県における空襲とその時代No.５― 

  稲田 陽介・伊藤 徳広 

        島根県奥出雲町原田遺跡旧石器時代資料の再整理データ 

  舟久保大輔 天孫降臨神話の司令神について 

  濱田 恒志   雲南市・長安寺蔵（金成地区観音堂伝来）十一面観音菩薩坐像と毘沙門天立像について 

―新出作例の紹介― 

  鳥谷 芳雄  浜田市宝福寺所蔵の中世大般若経について 

  目次 謙一  史料紹介 中世石見国周布氏関連の棟札 

  山﨑 亮・錦織稔之 

        翻刻 藤井宗雄著『石見国神社記』巻三 那賀郡上（前編） 

  髙橋 周  近世出雲における『出雲国風土記』の伝写と神社の歴史認識（２） 

  野々村 安浩 資料調査 出雲国風土記写本調査（12） 

  岡 宏三  史料紹介 松江藩における長州戦争史料（２） 

島根県古代文化センター編 平成27年度調査研究動向・年報 

    島根県古代文化センター刊行物一覧 

  CD添付 

■第25号 2017年3月刊 A4版 309頁 

    澤田正明・足立克己 
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        荒神谷遺跡出土銅剣の配列と個体番号について 

  岩本 真美  松江市東部所在の後期～終末期古墳採集遺物について 

  池淵 俊一  松江市東淵寺古墳の埴輪について（補遺） 

  池淵 俊一・上山 晶子  

松江市魚見塚古墳・東淵寺古墳出土子持壺の胎土分析 

  田中 大  出雲市出西小丸1号墳出土の出雲型子持壺 

林  健亮 松江市坂本町澄水寺跡の再検討 

東山 信治 益田市中須西原遺跡の鉄関連遺物について 

廣瀬文太郎 昆布山谷における石見銀山の間歩と鉱脈の関係の一例 

角田 徳幸 飯南町立石炉の製鉄関連資料 

鈴木 織恵 古代日本の「適后」-スセリビメｰの婚姻譚を中心に- 

濱田 恒志 松江市・迎接寺蔵両界曼荼羅の旧軸木墨書銘について-制作年にかかわる新資料の紹介- 

錦織 稔之 玖潭神社における出雲大社の古材拝受とその背景-付、玖潭神社関係史料の翻刻- 

  山﨑 亮・錦織稔之 

        翻刻 藤井宗雄著『石見国神社記』巻三 那賀郡上（後編） 

  佐藤雄一・野々村 安浩 

 資料調査 出雲国風土記写本調査（13） 

  岡 宏三  史料紹介 松江藩における長州戦争史料（３） 

島根県古代文化センター編 平成28年度調査研究年報 

    島根県古代文化センター刊行物一覧 

  CD添付 

■第26号 2018年3月刊 A4版 269頁 

    北島 大輔・松尾 充晶・増田 浩太・澤田 正明・東森 晋 志谷奥遺跡出土青銅器群の研究（補訂） 

  若槻 真治 倭国軍事思想論序説 -倭国軍事考・最終章- 

  廣瀬 文太郎 石見銀山における江戸時代の小規模な間歩の採掘に要した時間の検討 

  角田 徳幸 邑南町植野屋製鉄関連資料 -『古来の砂鉄製錬法』所収 坂の鍛冶屋をめぐって- 

  角田 徳幸 飯南町立石たたらの製鉄関連資料(補遺) 

  東山 信治 出雲市湖陵町姉谷鉱山跡測量調査報告 

  渡部 良平・梶谷 光弘 大明流鍼灸の伝授者 杏琢周の来日の事実について 

  濱田 恒志 広島・田邉寺の毘沙門天立像について -古代の津と仏像- 

  倉恒 康一  徳島福屋氏旧蔵の尼子氏関連文書について -「立原福原両家伝」の検討と紹介- 

  伊藤 大貴 古代出雲歴史博物館所蔵｢信濃守為忠請文案｣｢佐波幸連請文案」について 

-応永年間の出雲守護京極氏と国人- 

  山﨑 亮・錦織 稔之 翻刻 藤井宗雄著『石見国神社記』巻四 那賀郡（下）前編 

  関 和彦 『出雲国風土記』仁多郡「灰火山」小論 

  佐藤 雄一 後藤家所蔵『出雲国風土記大成』について 

  髙橋 周 近世出雲国における『出雲国風土記』の写本とその系譜 

  佐藤 雄一・野々村 安浩 資料調査 出雲国風土記写本調査（14） 

島根県古代文化センター編 平成29年度調査研究年報 

    CD添付 

■第27号 2019年3月刊 A4版 244頁 

    對馬あかね・李貞・中塚 武・仁木 聡 島根県出土木製品の酸素同位体比年輪年代法による年代決定 

  濵田 竜彦 出雲市原山遺跡出土の弥生時代前期土器と種実圧痕 

中川 寧 出雲市中野清水遺跡の検討 -遺跡の範囲と出土土器の特徴- 

西尾 克己・岩橋 孝典・井谷 朋子 隠岐郡知夫村・高津久横穴墓群について（報告編） 

角田 徳幸 狭間家製鉄関連資料 

吉田 薫 出雲国風土記の地理的考察：楯縫郡の郡家と神名樋山について 

田中 瑩一 島根県邑智郡邑南町市木・河手本田植歌集 翻刻並びに略註 

山﨑 亮・錦織 稔之 翻刻 藤井宗雄著『石見国神社記』巻四 那賀郡下（後編） 

岡 宏三 出雲大社所蔵土佐光起「三十六歌仙図額」について 

倉恒 康一 寛文六年富田川洪水に関する資料の紹介 

伊藤 大貴 石見守護山名氏の権力構造とその変遷 

鳥谷 芳雄 松江市所在の二つの紺紙金字大般若経 

 ―迎接寺本と東泉寺本の資料紹介とその伝来事情をめぐる一考察― 

佐藤 雄一・野々村安浩 資料調査 出雲国風土記写本調査（15） 
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島根県古代文化センター編 平成30年度調査研究年報 

    CD添付 

■第28号 2020年3月刊 A4版 275頁 

 井谷 朋子・岩橋 孝典・吉松 大志・西尾 克己 隠岐郡知夫村・高津久横穴墓群について(論考篇) 

 仁木 聡 松江市薄井原古墳出土資料について 

 村上 勇・西尾 克己・守岡 正司 島根県安来市伯太町坊床古墓群の調査-中世の古墓群- 

 上山 晶子 研究ノート 出雲東部における古代から中近世にかけての非鉄金属生産関連遺物の基礎資料 

 廣瀬 文太郎 石見銀山の大谷北側の間歩分布に基づく鉱脈の検討 

 山崎 亮・錦織 稔之 翻刻藤井宗雄著『石見国神社記』巻五邑智郡上（前編） 

 面坪 紀久 近世後期、出雲国における社家組織の変容-本所吉田家の神道裁許状をめぐって- 

 岡 宏三 邇摩郡井田村の「神楽一件諸帳面」について 

 高橋 周 近世前期における『出雲国風土記』写本の系譜-細川家本と出雲図書館本- 

 中司 健一・濱田 恒志・目次 謙一 益田氏・吉見氏の「境目」地域黒谷の歴史と文化財 

 吉永 壮志 「別所」の由来-松江市持田地区「坂本別所」の検討を中心に- 

 橋本 剛 調庸専当と擬任郡司-延暦十六年十一月二十七日官符に関する一試論- 

 佐藤 雄一・野々村 安浩・吉永 壮志 資料調査出雲国風土記写本調査（16） 

 島根県古代文化センター編令和元年度調査研究年報 

  CD添付 

■第29号 2021年3月刊 A4版 312頁 

吉松 優希・守岡 正司 西百塚山19号墳発掘調査報告 −大草丘陵古墳群の調査（1） 

岩橋 孝典  出雲市・上島古墳から出土したメノウ製管玉の再評価 − 対外交渉と被葬者像の観点から - 

仁木  聡  大田市 明神古墳出土資料について 

吉松 優希  赤山出土鉄刀について 

林 健亮  清水寺本堂下層から出土した土器について               

松尾 充晶・角田 徳幸・東山 信治・勝部 智明・渡部 麻生 島根県内鋳造遺跡の基礎的研究                    

東山 信治・松尾 充晶・角田 徳幸・目次 謙一・勝部 智明・渡部 麻生 江津市桜江町市山鋳物師山根家工房

跡の調査             

角田 徳幸・目次 謙一 安来市巖倉寺所蔵の鉄製釣燈籠                    

吉田 薫  出雲国風土記の地理的考察：島のめぐりと高さについて         

梶谷 光弘 徳島医学校一等教諭となった医学士千原春甫の事績 −医学生が直面した明治初期の医学教育改革          

山﨑 亮・錦織 稔之 翻刻 藤井宗雄著『石見国神社記』巻五 邑智郡上（後編） 

斎藤 一 出雲鉄山『所有』の再考察 ―佐竹昭氏の論考と広瀬藩領入間村の事例を題材に―  

岡 宏三  松江市大庭、速玉社の早玉神事について ― 一六～一七世紀の出雲における社家の組織化をめぐって 

濱田 恒志 広島・青目寺の平安彫刻 －備後国府の山寺の仏像－ 

吉松 大志・野々村安浩 資料調査 出雲国風土記写本の調査（17） 

島根県古代文化センター編令和二年度調査研究年報                  

 

（２）しまねの古代文化 

 ■第１号 1993年10月刊 A5版 118頁  

   第１回古代文化講座 廉  永夏 鐘の歴史的変遷と新羅梵鐘にひそむ科学技術 

   第２回古代文化講座 勝部 正郊 神楽を考える 

     服部  旦 朝酌地区と『出雲国風土記』 

     知事と語る「古代文化の宝庫“しまね”」 上田正昭・澄田信義・平野邦雄・福井勝義 

 ■第２号 1995年２月刊 A5版 70頁 

   第３回古代文化講座 狩野  久 古代隠岐とヤマト政権 

   第４回古代文化講座 白石 昭臣 民俗学からみた石見人と出雲人 

   荒神谷遺跡発見10周年記念講演会講演要旨 

     三輪 嘉六 荒神谷青銅器保存修理の基本方針  

     平尾 良光 荒神谷出土青銅器を化学的にみると 

     岩永 省三 中細形青銅武器類出現の考古学的意義 

     渡辺智恵美 荒神谷遺跡出土銅剣の保存修理 

      春成 秀爾 荒神谷青銅器と弥生社会 

  古代出雲文化展の開催について 

   第１回古代出雲文化展推進会議講演記録 平野邦雄「古代出雲文化と現代」 

 ■第３号 1996年3月刊 A5版 111頁  
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  古代出雲文化特別講演会 上田 正昭 古代出雲と日本海文化 

   第５回古代文化講座 黒田 瑞夫 世界の文化遺産と島根 

   第６回古代文化講座 山路 興造 中国地方の神楽について ―文化的な面から― 

   出雲国風土記勉強会 服部  旦 『出雲国風土記』秋鹿郡大野郷「都勢野の澤」の発見 

                                  ―『出雲国風土記』の科学的性格― 

  出雲国風土記勉強会 森田喜久男 猪と犬のゆくえ ―『出雲国風土記』意宇郡、宍道郷条― 

■第４号 1997年3月刊 A5版 141頁  

  国立安東大学校附設民俗学研究所と島根県古代文化センターとの姉妹提携調印記念講演会 

  「日韓比較民俗の視座 ―イネ・ムギ・信仰―」 

    成  炳禧 韓国ヂャンスン信仰 

    白石 昭臣 イネとムギの民俗 ―韓国を比較に入れて― 

   第７回古代文化講座 蘆田 耕一 後鳥羽上皇と新古今集 

            佐伯 徳哉 後鳥羽上皇とその時代 

   第８回古代文化講座 水野  祐 古代の出雲と王朝交替論 

            瀧音 能之 出雲神話の再検討 

   古代出雲文化展島根会場開催1年前セレモニー記念講演会 

                      坂田 俊文 ハイテク考古学 ―古代を探る科学技術― 

  古代文化のはなし 

 ■第５号 1998年3月刊 A5版 94頁  

   第９回古代文化講座 朝枝 善照  石見の文化と妙好人 

  八雲立つ風土記の丘ボランティア解説員養成講座および古代出雲文化展音声ガイダンス内容   

   古代文化センター  青銅の神との出会い 

   大谷 晃二  出雲文化の開花 ―四隅突出型墳丘墓の世界― 

   大谷 晃二 出雲世界の栄枯 

   森田喜久男 『出雲国風土記』は語る  

   佐伯 徳哉 出雲大社と出雲   

   的野 克之  神々の国の仏たち 

   品川 知彦 神々が集う ―出雲神在祭― 

 ■第６号 1999年3月刊 A5版 77頁   

   シンポジウム「出雲国風土記と奥出雲」 

     関  和彦 雲南古代世界への視点 

     瀧音 能之 出雲国風土記のなかの奥出雲 

     黒田 祐一 奥出雲の地名 

     田中 禎昭 出雲と大原 ―古代の大原郷― 

   第11回古代文化講座 原  武史 津和野と明治維新 

 ■第７号 2000年3月刊 A5版 89頁 

  第12回古代文化講座 吉野 裕子 陰陽五行からみた出雲 

  鉄の道文化圏・鉄の歴史村文化講演会 

  「中国山地の金屋子神信仰～祀られるものと祀るもののあゆみ～」 

   河瀬 正利 中国地方のたたら製鉄とその展開 

   石塚 尊俊 金屋子神の信仰について 

   大蔵 明光 幻の技術を自分たちの手で 

   山内登貴夫・大蔵明光・山崎光夫・景山 明・嘉田 功 たたら製鉄、過去から未来へつなぐもの 

 ■第８号 2001年3月刊 A5版 75頁  

  第13回古代文化講座 三隅 治雄 石見の風流芸能 

  第14回古代文化講座 岡田 莊司 古伝新嘗祭と出雲国造 

  祭礼行事調査中間報告 品川 知彦 隠岐古典相撲  

  新資料紹介 平石  充 平塚運一古代瓦コレクション 

        野々村安浩 日本書紀写本 

        岡  宏三 松江藩中老山口家の遺産 

        岡  宏三 出雲国・隠岐国産物帳  

        浅沼 政誌 藍板締版木 

 ■第９号 2002年3月刊 A5版 144頁  

  第15回古代文化講座 井上 寛司 巨大神殿と中世出雲大社 

  第16回古代文化講座 櫻井徳太郎 隠岐古典相撲の原点 ―日本相撲史上の位置づけ― 
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   第１回神在月シンポジウム「出雲大社と心の御柱 ―人と柱の関わりを考える―」 

   石原  聡「出雲大社境内遺跡発掘調査報告」 

   佐伯 徳哉「出雲大社造営をめぐる古文書・記録記事について」 

   関  和彦「心御柱と矛」 

   豊田 有恒「人は、なぜ高みに登りたがるのか」 

   松岡 高弘「寛文度（延享度）造営出雲大社本殿の心御柱の建築上の役割」 

   宇津野金彦「伊勢と出雲～「対」の造形観～」 

   萩原秀三郎「『岩根御柱』は世界を更新する」 

   パネルディスカッション記録 

 ■第10号 2003年3月刊  A5版 177頁  

  第18回古代文化講座 上村 幸雄 日本語誕生の謎と出雲弁 

―日本語形成期における古代出雲語の影響を考える― 

                        公開対談 上村 幸雄・藤岡 大拙 

  第２回神在月シンポジウム 「陣幕久五郎没後100年記念 相撲の歴史に迫る」   

   花谷 幸三 陣幕久五郎の相撲人生 

   品川 知彦  祭礼の中の相撲 

   大日方克己 奈良・平安期の国家的年中行事儀礼としての相撲節 

   新田 一郎 中世の相撲と出雲 

   高埜 利彦 江戸の相撲と出雲の相撲 

   中村 史彦 明治維新期における力士の動向について～陣幕久五郎を中心に～ 

   パネルディスカッション記録 

  関連寄稿 花筏  健 横綱碑物語 

  槻谷 敦文 人生看得幾清明  

  花谷先生を偲ぶ 

 ■第11号 2004年3月刊 A5版 175頁  

  第19回古代文化講座「近世海運が結ぶ島根の文化」  

   森須 和男 浜田の海運を語る資料たち ―客船帳からわかったこと― 

   加藤 貞仁 北前船が運んだ島根の富と文化 

  第３回神在月古代文化シンポジウム「出雲神話の謎 ―国譲りの舞台としての出雲―」 

   瀧音 能之 『出雲神話』研究の現状と課題 

   豊田 有恒 出雲風土記と古代朝鮮 

   森田喜久男 国譲り神話の舞台、「多芸志の小浜」の再検討 

   水林  彪 記・紀の出雲神話 

   西岡 和彦 近世出雲大社の出雲神話（テキスト）受容の変遷と発信 

   パネルディスカッション記録 

  槻谷 敦文 歴史を学ぶことと歴史に学ぶこと 

  島根県立古代出雲歴史博物館整備だより 

 ■第12号 2005年3月刊 A5版 171頁  

  第20回古代文化講座 竹内  勉  海の道・唄の道 隠岐 

  第４回神在月古代文化シンポジウム「検証・荒神谷遺跡 ―これまでの20年・これからの20年―」 

   松本 岩雄 荒神谷遺跡の大発見、調査そして活用への道 

   村上 晴栄 神の庭で過ごした18年間 

   橋本 道範 楽しむ・発見する・発信する 

   広瀬 和雄 歴史のストックを活かした街づくり 

   パネルディスカッション「荒神谷新時代・これからの20年を考える」 

  平成16年度日本博物館協会中国支部研修会報告「博物館と地域づくり」 

   檀上 浩二 鞆・町並ひな祭り 

   坂本 敬司 鳥取江戸時代絵巻めぐり 

   岡  宏三 限られた予算、知名度での戦術と連携 

   金山 喜昭 地域博物館の経営改革という課題 

  槻谷 敦文 モダンタイム 

  島根県立古代出雲歴史博物館整備だより 

 ■第13号 2006年3月刊 A5版 113頁  

  第21回古代文化講座 長谷川博史 中世奥出雲と三沢氏一族 

  第５回神在月古代文化シンポジウム「神楽 ―神々の舞・誕生の謎に迫る―」 
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   山路 興造 民俗芸能史研究の視座からみた「神話劇」成立と展開 

   小田 幸子 能と神楽の接点を探る 

   神崎 宣武 『神話劇』神楽の誕生のなぞを探る 

   三村 泰臣 広島の神楽・誕生の謎 

   中上  明 島根の「神楽舞」の特徴について 

  島根県立古代出雲歴史博物館 ―開館へむけて― 

 ■第14号 2007年3月刊 A5版 118頁  

  第22回古代文化講座 河瀬 正利 近世のたたら製鉄 ―江津価谷たたらと俵國一博士― 

  第６回神在月古代文化シンポジウム「出雲神在月の謎に迫る ―なぜ、神々は出雲に集うのか―」 

   品川 知彦 出雲神在月の現在 

   新谷 尚紀 去来する日本の神  々

   藤岡 大拙 出雲守橘孝俊の杵築社無風転倒報告事件 

   岡  宏三 幕末・江戸の神在祭（縁結び）ブーム 

   パネルディスカッション記録 

 ■第15号 2008年3月刊 A5版 142頁 

  第23回古代文化講座 小野 正敏 中世富田城と戦国時代城下町研究 

  第７回神在月古代文化シンポジウム「弥生王墓誕生～出雲に王が生まれた時～」 

   渡邊 貞幸 王墓出現とその背景 

   常松 幹雄 北部九州地域の王墓と王たち 

   大久保徹也 中部瀬戸内海地域の王墓と王 

   肥後 弘幸 近畿北部の弥生王墓と王たち 

   岩橋 孝典 山陰地域の王墓と王たち 

   パネルディスカッション「各地の王墓をさぐる」「出雲の王と各地の王たち」 

 ■第16号 2009年3月刊 A5版 105頁 

  第24回古代文化講座 山路 興造 隠岐国分寺蓮華会舞 ―その歴史と文化財としての価値― 

  第８回神在月古代文化シンポジウム 

   「天皇の前で語られた『出雲神話』―出雲国造神賀詞奏上儀礼の謎に迫る―」 

   森田喜久男 出雲国造神賀詞奏上儀礼の概要とＣＧ制作の舞台裏 

   岡田 荘司 宮廷儀式のなかの神賀詞奏上儀礼 

   水林  彪 出雲国造の祖先神が国譲り神話の中で果した役割 

   和田  萃 出雲国造神賀詞と大和の神  々

   パネルディスカッション記録 

 ■第17号 2010年3月刊 A5版 111頁 

  第25回古代文化講座  

   六郷  寛 芸北地域に「石見神楽」はいつ伝播したか？―「伝統」と「創作」の視点から― 

  第９回神在月古代文化シンポジウム「律令国家と出雲国の成立」  

   平川  南 出雲古代史研究への期待 

   佐藤  信 出雲国造のクニと令制国出雲 

   大橋 泰夫 律令制国家の成立と政治的景観の出現 ―役所と寺院― 

   藤岡 大拙 その後の島根を規定した律令制国家の行政区分 

   パネルディスカッション「律令制国家成立が出雲に与えたインパクト」 

 ■第18号 2011年3月刊 A5版 101頁 

  第10回神在月古代文化シンポジウム「神々の姿の変遷」 

   長坂 一郎 神仏習合と神像 

   藤原 重雄 絵図に描かれた神々と霊地 

   淺湫  毅 神像の出現 ―神像とは何か― 

   パネルディスカッション「神々の姿の変遷を考える」 

  第26回古代文化講座 瀧音 能之 神話と歴史学 ―国譲り神話とくにびき神話を中心に― 

 ■第19号 2012年3月刊A5版 104頁 

   第27回古代文化講座 新田一郎「後醍醐天皇と中世の隠岐」 

  第11回神在月古代文化シンポジウム「出雲神話の成立と背景 ―国譲り神話の謎―」 

関  和彦 出雲神話研究の新地平 

辰巳 和弘 記紀から浮かび上がる高殿のイメージ 

新谷 尚紀 古代王権からみた出雲の神話的特質 

森田 喜久男 『古事記』の大国主神と『出雲国風土記』の所造天下大神 
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 ■第20号 2013年3月刊A5版  108頁 

  第28回古代文化講座「本州西端域の縄文文化」 

    千葉  豊 縄文時代における近畿地方・中国地方・本州西端 

    中村 友博 縄文時代から弥生時代にどのように変わったか 

  第29回古代文化講座「旧石器人が恋した隠岐の黒曜石」 

    稲田 孝司 隠岐の黒曜石と旧石器人 

    及川  穣 原産地遺跡からわかること ―信州の黒曜石原産地の調査から― 

 ■第21号 2014年3月刊A5版  151頁 

  平成の大遷宮 出雲大社展シンポジウム「出雲大社と神々のものがたり」  

   荻原 千鶴 風土記説話の謎をとく 

      対談「佐野史郎が語る古代出雲の魅力」 佐野 史郎・石原 美和 

   パネルディスカッション「出雲大社と神々のものがたり」 

  風土記1300年記念 風土記フェスタ公開シンポジウム 

   「風土記研究の最前線 ～神在月に集う、常陸・播磨・出雲・豊後・肥前、五カ国の風土記～」 

   シンポジウム「風土記研究の最前線」 

■第22号 2015年3月刊A5版  150頁 

  出雲国風土記シンポジウム「古代出雲の実像」  

   佐藤  信  『出雲国風土記』の特徴と古代出雲世界  

   新谷 尚紀 記紀神話と『出雲国風土記』 

   兼岡 理恵 『常陸国風土記』と『出雲国風土記』 

      パネルディスカッション 

  島根県古代文化センターシンポジウム 

   「よみがえる古代からのメッセージ ～木簡が語る古代社会の実像～」 

   平川  南  出土文字から日本海沿岸地域を読む 

   シンポジウム「今、書きかえられる山陰の古代史」 

   関  和彦 木簡が語る『出雲国風土記』の世界 

   山本  崇  伯耆・因幡の木簡 

   市   大樹 隠岐国の荷札木簡 

   【資料集成】因幡国・伯耆国関係古代木簡集成 

         都城出土の隠岐国の荷札木簡集成 

■第23号 2016年3月刊A5版  106頁 

    第11回 隠岐国巡回講座 

山路 興造「伝承された中世芸能 ―美田八幡宮の田楽―」 

  第5回 石見国巡回講座 

長尾 準「波根湖がうつした近代 ―汽水湖をめぐる暮らしと文化―」 

  古代文化シンポジウム「中世益田平野の景観と益田氏」 

   秋山 伸隆「益田氏と毛利氏」 

   瀬戸 浩二「益田平野の古環境の変遷」 

   中司 健一「中世益田平野の開発と流通」 

   倉恒  康一「中世の出雲平野とその開発 ―益田平野の様相との比較―」 

   パネルディスカッション 

■第24号 2017年3月刊行 A5版 123頁 

    古代出雲文化シンポジウム 「古代国家はいかにして成立したか～出雲と蝦夷（えみし）・東国（あづま）～」 

   鈴木 靖民「東アジアにおける日本列島の国家形成」 

   瀬川 拓郎「阿倍比羅夫の遠征記事を読み直す」 

   若狭  徹 「東国社会と古代国家」 

   平石  充 「出雲社会と古代国家」 

   トークセッション 

第９回 石見国巡回講座 

   村上  勇 「喜阿弥焼の周辺-民窯と民芸運動-」 

  平成28年度島根学in大阪第３講 

   目次 謙一「後醍醐天皇の隠岐配流と日本海流通」 

■第25号 2018年3月刊 A5版  

  古代出雲文化シンポジウム「日本海交流と古代出雲」 

平川 南   基調講演「日本交流と古代出雲」 
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池淵 俊一 報告１「魏志倭人伝と出雲」  

亀田 修一 報告２「古代出雲と朝鮮半島」 

田中 史生 報告３「躍動する海商 平安時代の日本海交通」 

パネルディスカッション「交通・交易がはぐくんだ古代出雲」 

「石見の戦国武将」展開催記念講演会・石見国巡回講座 

岸田 裕之「石見国衆連合と大名たちの室町戦国史」 

「石見の戦国武将」展特別講演会・石見国巡回講座 

久留島 典子「益田家文書研究の可能性」 

第17回 隠岐国巡回講座 

笹原 亮二「だんじりの諸相 ―そのルーツと広がり―」 

錦織 稔之「隠岐へだんじりを伝えた流人黒崎又五郎」 

■第26号 2019年3月刊 A5版  

  出雲国風土記シンポジウム「神話で読みとく古代出雲」 

松本 直樹 基調講演「神話で読みとく古代出雲」 

坂江 渉  報告１「祭りの起源と神話 -『播磨国風土記』と出雲の神 -々」  

佐藤 雄一 報告２「『出雲国風土記』と出雲の神々」 

パネルディスカッション「神話で読みとく古代出雲」 

第15回 石見国巡回講座 

和田 晴吾「埴輪とは何か」 

第19回 隠岐国巡回講座 

池淵 俊一「黒木山横穴墓群からみた古代の隠岐と出雲・奈良」 

■第27号 2020年3月刊 A5版 

  出雲国風土記連続講座 

及川 智早「日本神話の受容と変容」 

  出雲国風土記連続講座 

内田 律雄「風土記が語る大穴持命の故地」 

島根県古代文化講座 

丹羽野 裕「古墳時代における出雲と大和」 

第17回 石見国巡回講座 

河内 将芳「伝えられた祇園祭と鷺舞」 

第21回 隠岐国巡回講座 

高橋 美貴「隠岐の鮑からみた近世後期の俵物増産政策 -「資源繁殖」の時代・前史-」 

■第28号 2021年3月刊 A5版 

島根県古代文化講座（令和元年度） 

平石 充「古事記・日本書紀からみた出雲と大和」 

第19回 石見国巡回講座（令和2年度） 

高橋 一樹「潟湖の役割からみた中世の浜田」 

第20回 隠岐国巡回講座「隠岐の津波 その痕跡と歴史」 

（1）酒井 哲弥「島根県東部で実施した津波堆積物調査の成果」 

（2）倉恒 康一「文献資料からみる隠岐の津波」 

 

２．調査研究報告書 

 ■ 1 出雲国風土記の研究Ⅰ―恵曇郷― 1997年3月刊 A4版 211頁 

 ■ 2 島根半島の祭礼と祭祀組織 1997年3月刊 A4版 156頁 

 ■ 3 柳神楽採訪記 1998年3月刊 A4版 73頁 

 ■ 4 上塩冶築山古墳の研究 1999年3月刊 A4版 271頁 

 ■ 6 出雲大社の祭礼行事 1999年3月刊 A4版 133頁 

 ■ 7 出雲国風土記の研究Ⅱ―朝酌郷― 2000年3月刊 A4版 397頁 

 ■ 8 大原神職神楽 2000年3月刊 225頁 

 ■ 9 見々久神楽 2001年3月刊 A4版 134頁 

 ■10 かわらけ谷横穴墓群の研究 2001年 3月刊 A4版 150頁 

 ■11 抜月神楽 2002年3月刊 A4版 120頁 

 ■12 青銅器埋納地調査報告書１（銅鐸編）2002年3月刊 A4版 142頁 

 ■13 弥生時代の磨製石器 2003年3月刊 A4版 65頁 

 ■14 山陰古代出土文字資料集成Ⅰ(出雲・石見・隠岐) 2003年3月刊 A4版 181頁 
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 ■15 出雲国風土記註論―総記・意宇郡条― 2003年3月刊 B5版 258頁 

 ■16 宮山古墳群の研究 2003年3月刊 A4版 305頁 

 ■17 大土地神楽 2003年3月刊 A4版 157頁 

 ■18 佐草家文書目録 2003年3月刊 A4版 211頁 

 ■19 青銅器同笵関係調査報告書Ⅰ 2004年3月刊 A4版 101頁 

 ■20 出雲地方における玉髄・瑪瑙製石器の研究 2004年3月刊 A4版 106頁 

 ■21 三葛神楽 2004年3月刊 A4版 152頁 

 ■22 古代出雲における玉作の研究Ⅰ 2004年3月刊 A4版 149頁 

 ■23 松江市東部における古墳の調査 2004年3月刊 A4版 63頁 

 ■24 佐草文書 2004年3月刊 A4版 309頁 

 ■25 出雲国風土記註論―島根郡条・巻末― 2004年3月刊 B5版 245頁 

 ■26 価谷鈩跡発掘調査報告書 2005年3月刊 A4版 117頁 

 ■27 佐々木謙･寄贈資料 崎ヶ鼻洞窟遺跡 2005年3月刊 A4版 91頁 

 ■28 古代出雲における玉作の研究Ⅱ 2005年3月刊 A4版 234頁 

 ■29 大寺1号墳発掘調査報告書 2005年3月刊 A4版 65頁 

 ■30 出雲大社の御師と神徳弘布 2005年3月刊 A4版 230頁 

 ■31 装飾付大刀と後期古墳 2005年3月刊 A4版 89頁 

 ■32 青銅器埋納地調査報告書Ⅱ（武器型青銅器編） 2006年3月刊 A4版 163頁 

 ■33 島根県における弥生時代・古墳時代の木製品集成 2006年3月刊 A4版 273頁 

 ■34 出雲国風土記の研究Ⅲ 神門水海北辺の研究（資料編） 2006年3月刊 A4版 201頁 

 ■35 井野神楽 2006年3月刊 A4版 140頁 

 ■36 北光寺古墳発掘調査報告書 2007年3月刊 56頁  

 ■37 順庵原1号墓の研究 2007年3月刊 A4版 85頁 

 ■38 出雲国風土記の研究Ⅲ 神門水海北辺の研究（論考編） 2007年3月刊 A4版 157頁 

 ■39 平塚運一古瓦コレクション資料集（武蔵国分寺軒丸瓦編） 2008年3月刊 A4版 105頁 

 ■40 大垣大塚古墳群 2008年3月刊 A4版 64頁 

 ■41 サルガ鼻洞窟遺跡・権現山洞窟遺跡 2009年3月刊 A4版 104頁 

 ■42 めんぐろ古墳の研究 2009年3月刊 A4版 115頁 

 ■43 出雲国府周辺の復元研究 2009年3月刊 A4版 138頁 

 ■44 平塚運一古瓦コレクション資料集Ⅱ（武蔵国分寺関連宇瓦・鎧瓦補遺） 2011年3月刊 A4版 111頁 

■45 廟所古墳発掘調査報告 2012年3月刊 A4版 74頁 

■46 出雲国風土記の研究Ⅳ 神門水海南辺の研究（資料編） 2012年3月刊 A4版 158頁 

■47 出雲国風土記の研究Ⅳ 神門水海南辺の研究（論考編） 2013年3月刊 A4版 74頁 

 ■48 出雲大社の寛文造営について ―大社御造営日記の研究― 2013年3月刊 A4版 98頁 

 ■49 益田市内における古墳の調査 金山古墳・鵜ノ鼻古墳群・北長迫横穴墓群 2015年3月刊 A4版 126頁  

 ■50 魚見塚古墳・東淵寺古墳発掘調査報告書 -松江市東部における古墳の調査（2）-2016年3月刊 A4版 159頁 

 ■51 島根県における古代・中世製鉄遺跡の基礎的調査 2016年3月刊 A4版 121頁 

 ■52 在地陶磁器集成１（石見部 陶器編）2016年3月刊 A4版 111頁 

 ■53 意宇平野の集落遺跡 2017年3月刊  A4版 153頁（ＣＤ付） 

 ■54 志谷奥遺跡出土青銅器修理報告書 2017年3月刊  A4版 55頁 

 ■55 上竹矢古墳、東百塚山古墳群、古天神古墳、安部谷古墳群-松江市東部における古墳の調査(3)- 2018年3月

刊 A4版 

■56 島根県西川津遺跡出土品 1 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター所蔵資料再整理事業報告書 2 2021年 3月

刊 A4版 

 

３．テーマ研究調査報告書 

 ■ 1 四隅突出型墳丘墓と弥生墓制の研究 2007年10月刊 A4版 217頁   

 ■ 2 出雲藍板締めの復元研究 2008年3月刊 A4版 133頁 

 ■ 3 出雲玉作の特質に関する研究 2009年3月刊 A4版 185頁  

 ■ 4 中国地方各地の神楽比較研究 2009年3月刊 A4版 236頁 

 ■ 5 出雲国の形成と国府成立の研究―古代山陰地域の土器様相と領域性― 2010年3月刊 A4版 306頁 

 ■ 6 神々のすがた・かたちをめぐる多面的研究 2011年3月刊 A4版 97頁 

 ■ 7 古代出雲の多面的交流の研究 2011年3月刊 A4版 206頁 

 ■ 8 山陰におけるたたら製鉄の比較研究 2011年10月刊 A4版 162頁 

 ■ 9 古代出雲における青銅器文化の研究 2012年3月刊 A4版 114頁 
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 ■10 木製品からみた古代のくらし 2013年１月刊 A4版 187頁 

 ■11 尼子氏の特質と興亡史に関わる比較研究 2013年3月刊 A4版 286頁 

 ■12 石見神楽の創造性に関する研究 2013年12月刊 A4版 166頁 

 ■13 山陰地方の縄文社会 2014年3月刊 A4版 211頁 

 ■14  前方後方墳と東西出雲の成立に関する研究 2015年3月刊 A4版 338頁 

 ■15  日本海沿岸の潟湖における景観と生業の変遷の研究 2015年3月刊 A4版 295頁 

 ■16  古代王権と祭祀に関する比較研究 2016年3月刊 A4版 230頁 

 ■17 近世・近代の石見焼の研究  2017年3月刊 A4版 342頁 

 ■18  石見の中世領主の盛衰と東アジア海域世界 2018年3月刊 A4版 262頁 

 ■19  隠岐産黒曜石の獲得と利用の研究 2018年3月刊 A4版 204頁 

 ■20 隠岐の祭礼と芸能に関する研究  2018年8月刊 A4版 342頁 

 ■21  古墳時代の玉類の研究 2019年2月刊 A4版 278頁 

 ■22  国家形成期の首長権と地域社会構造 2019年3月刊 A4版 465頁 

 ■23  前近代島根県域における環境と人間 2020年3月刊 A4版 

 ■24  たたら製鉄の成立過程 2020年3月刊 A4版 

■25  山陰弥生文化の形成過程 2021年3月刊 A4版 

 ■26  日本書紀と出雲観 2021年3月刊 A4版 

 

４．古代文化叢書 

 ■ 1 出雲国風土記論究 上巻（加藤義成論集） 1995年3月刊 A5版 290頁 

 ■ 2 出雲国風土記論究 下巻（加藤義成論集） 1996年3月刊 A5版 374頁 

 ■ 3 富家文書 1997年3月刊 B5版 308頁 

 ■ 4 出雲国風土記論（朝山皓論集） 1998年3月刊 A5版 366頁 

 ■ 5 出雲国風土記とその周辺（朝山皓論集） 1999年3月刊 A5版 374頁 

 ■ 6 出雲の神信仰と祭り（朝山皓論集） 2000年3月刊 A5版 460頁 

 ■ 7 風土記・斐伊川・大社（美多実論集） 2001年3月刊 A5版 437頁 

 ■ 8 山陰地方における古墳群と地域社会（門脇俊彦論集） 2002年3月刊 A5版 527頁 

 

５．その他の刊行物 

 ■ 荒神谷遺跡と青銅器 科学が解き明かす荒神谷の謎(同朋社出版刊) 1995年11月 B6版 252頁 

■ いにしえの島根ガイドブック（全8冊） 1996年3月刊 A4版 

 ■ 古代出雲文化展図録－神々の国 悠久の遺産－ 1997年4月刊 A4版 287頁 

 ■ 戦国大名尼子氏の伝えた古文書－佐々木文書－ 1998年3月刊 B5版 302頁 

 ■ 古代出雲の文化 銅剣・銅鐸と巨大建造物 (朝日新聞社刊) 1998年7月30日 B6版 224頁  

■ 島根県内発掘調査一覧 第一集 2000年3月刊 A4版 120頁 

 ■ 出雲大社文書－中世杵築大社の造営・祭祀・所領－ 2002年3月刊 B5版 225頁 

 ■ （翻訳）韓国安東大学校『佳松洞民俗誌』 2002年3月刊 B5版 91頁 

 ■ （翻訳）安東大学校民俗学研究所『民俗研究―神話・伝承―』 2004年3月刊 106頁 

 ■ 出雲大社の建築考古学(共同編集・浅川滋男、同成社刊行) 2010年9月刊 B5半 655頁 

 ■ 島根県古代文化センター本 出雲国風土記 2014年3月刊 A4版 159頁 

 ■ 解説 出雲国風土記 2014年3月刊 B5版 263頁 

 ■ 古代出雲ゼミナール ―古代文化連続講座記録集― 2014年8月刊 B6版 209頁 

 ■ 古代出雲ゼミナールⅡ―古代文化連続講座記録集― 2015年8月刊 B6版 205頁 

 ■ 古代出雲ゼミナールⅢ―古代文化連続講座記録集― 2016年9月刊 B6版 232頁 

 ■ 写真集 出雲国風土記紀行 2017年3月刊 A4版 97頁 

 ■ 隠岐の島町教育委員会・島根県古代分センター『久見高丸遺跡 隠岐の島町埋蔵文化財調査報告2』2017年3 

月刊 A4版 140頁 

 ■ 古代出雲ゼミナールⅣ―古代文化連続講座記録集― 2017年9月刊 B6版 232頁 

 ■ 古代出雲ゼミナールⅤ―古代文化連続講座記録集― 2018年10月刊 B6版 229頁 

 ■ 古代出雲ゼミナールⅥ―古代文化連続講座記録集― 2020年1月刊 B6版 249頁 

■ 古代出雲ゼミナールⅦ―古代文化連続講座記録集― 2021年2月刊 B6版 242頁 

 


